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中⼩企業ニュースレターのオフィス
 
件名：新しいCA救済助成⾦ラウンド。PPP許しポータル
 
 
2021年8⽉5⽇
 
 
親愛なる読者、
 
屋内マスクの要件に関する前回のニュースレターを⾒逃した場合は、こちらで読むことができます。サンフランシスコ保
健官は、予防接種の状況に関係なく、個⼈の屋内ユニバーサルマスキング要件を追加するために、Safer Return Together
Order（C19-07y）を更新しました。すべてのSF企業は、この新しい看板を掲⽰する必要があります。この看板は、8.5x11お
よび11x17で公共の⼊り⼝に設置できます。追加の必要なサイネージとリソースについては、SFCOVID-19アウトリーチツー
ルキットにアクセスしてください。   
 
いつものように、中⼩企業のオフィスは、私たちがこのパンデミックから回復し、再建するときに中⼩企業を⽀援し、サ
ポートするためにここにあります。私たちのオフィスは完全に再開され、持ち込みや予約が可能になりました。サポート
が必要な場合は、sfosb @ sfgov.orgに電⼦メールを送信するか、415-554-6134に電話してください。また、oewd.org.covid19
でリソースを確認することをお勧めします。   
 
連帯して、
 
中⼩企業のオフィス
 
 
発表：
中⼩企業委員会会議– 2021年8⽉9⽇⽉曜⽇午後4時30分
サンフランシスコ中⼩企業に影響を与えるプログラムや法律について学ぶための定例会議にサンフランシスコ中⼩企業委
員会（SBC）に参加してください。⽉曜⽇の議題は次のとおりです。  

  
プレゼンテーション：Office SmallBusinessのKateSofisディレクターは、Office of Economic and Workforce Development
（OEWD）の新しいディレクターとしての彼⼥のビジョンと優先事項について話し合い、市の経済回復計画の実施を
主導する中⼩企業委員会OEWDの責任について話し合います。 。 
会場基⾦の更新と報告
アクセシビリティ要件に関する最近の活動に関する最新情報

 
SFGovTVでライブ視聴：h�p：//sfgovtv.org/ch2live 
 
中⼩企業委員会に上記の事項のいずれかに関する書⾯によるパブリックコメントを提供するには、sbc @ sfgov.orgに送信す
るか、パブリックコメントのために会議に参加してください。   
パブリックコメントについては、415-655-0001に電話してください。アクセスコード：1464334166。⾳声会議で会議を聞く
には、＃を2回押します。キューに⼊れる準備ができたら、* 3をダイヤルします。 
 
新しい「VaxtoYou 」プログラム
⽕曜⽇に、市⻑ロンドンは繁殖やSF部⾨公衆の健康annがounced市のモバイルワクチン単位が5の⼩グループにワクチン接種
します-任命により、⾃宅や職場での12⼈を、彼らが興味を持った個⼈のグループを整理するとき。⼈々は628-652-2700に
電話し、sfvaxnow @ sfdph.orgに電⼦メールを送ることによって市に連絡することができます。または、sf.gov / vaxtoyouにア
クセスして、⽕曜⽇から⼟曜⽇まで利⽤できるこの新しい拡張サービスをリクエストしてください。ワクチンのすべての3
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つのブランド-ジョンソン・エンド・ジョンソン、近代、そしてファイザーは-になる利⽤可能。ワクチンは無料で、保険は
必要ありません。看護師が現場で質問に答えます。   
 
CA Relief Grant –新しい資⾦調達ラウンド
先週発表された、3ラウンドの助成⾦がカリフォルニア救済助成⾦に追加されます。
 
ラウンド7 ：特定の前のラウンドからの順番待ちリストの申請者
選考期間：8⽉3⽇（⽕）〜9⽉16⽇（⽊）
これはクローズドラウンドであり、以前の特定のラウンドから順番待ちリストに登録された適格な申請者のみが利⽤でき
ます。検証および検証のレビュープロセスを進めるために、既存の順番待ちリストに登録された申請者のみが選択されま
す。順番待ちリストに登録されている場合は、再申請する必要はありません。このラウンドでは、新規の申し込みは受け
付けられません。
 
ラウンド8：⾮営利⽂化施設のみ
アプリケーションウィンドウ：8⽉（⾦曜⽇）27⽇のトンhrough 9⽉8⽇（⽔曜⽇）
CAReliefGrant.comにある適格基準を満たす収益規模の⾮営利⽂化施設のみ。適格な⾮営利⽂化施設は、ラウンド1、2、5、
または6ですでに申請している場合でも、新しい申請を完了する必要があります。ただし、第4ラウンドで申請した⾮営利
⽂化施設は、再申請する必要はありません。Gの暴⾔は、以前のラウンドで資⾦を受け取っていない⾮営利の⽂化施設に利
⽤できるようになります。
 
ラウンド9：新規申請者と空席待ちの申請者
アプリケーションウィンドウ：9⽉9⽇（⽊曜⽇）トンhrough 9⽉30⽇（⽊曜⽇）
以前のラウンドで申請したことがない場合は、CA ReliefGrantに申請するこの機会をお⾒逃しなく。このラウンドの適格な申
請者は、特定の以前のラウンドからの現在の順番待ちリストの申請者と、Webサイトにある適格基準を満たす新しい申請者
です。応募者に前⽅に移動することを選択しないラウンドでレビュー・プロセス1-3と5-7再適⽤する必要はありませんし、
⾃動的にラウンド9新規申請に移動されますがで適⽤する必要がありますCAReliefGrant.com。
 
給与保護プログラム（PPP）直接許しポータル
先週、⽶国中⼩企業庁（SBA）announはCED SBAから直接許しを適⽤するために、参加貸し⼿を通じて$ 150,000以下の給与
保護プログラム（PPP）融資と借り⼿を許可するように合理化アプリケーションポータルの⽴ち上げを。新しい許しプラッ
トフォームは、2021年8⽉4⽇に借り⼿からの申し込みの受け付けを開始します。貸し⼿は、に⾄るまで、このプログラム
にオプトインで必要とされます。h�ps：// direc�o rgiveness.sba.gov。テクノロジープラットフォームに加えて、SBAはPPPカ
スタマーサービスチームを⽴ち上げて質問に答え、借り⼿が許しの申請を直接⽀援します。⽀援が必要な、または質問が

ある借り⼿は、⽉曜⽇から⾦曜⽇の午前8時から午後8時（東部標準時）に（877）552-2692に電話する必要があります。    
 
IRSはEIN保有者に情報と変更を更新するように通知します
先週の⾦曜⽇、内国歳⼊庁（IRS）は、⽿⿐咽喉科促しi�es雇⽤者識別番号（EIN）との責任者または連絡先情報に変更があ
った場合、そのアプリケーションを更新します。IRSの規定は、提出することにより、変更の60⽇以内に更新情報にEIN保有
者を必要とするために、M 8822-B 。ビジネスタイプのエンティティの「責任者」に関するデータは、古くなっているか不
正確であることがよくあります。つまり、IRSには連絡先の正確な記録がありません。
 
8⽉から、IRSは、責任者が古くなっているように⾒える約100,000⼈のEIN保有者に⼿紙を送り始めます。申請者が政府機関
でない限り、責任者は事業体ではなく個⼈でなければなりません。EINは、税務管理の⽬的でのみ使⽤されます。使⽤され
なくなったアインスとのエンティティは、彼らのIRSの税勘定を閉じて、で説明する⼿順に従う必要があります⽸EINを
celingを-あなたのアカウントを閉じます。  
 
⿊を売る：オンラインプレゼンスプログラムを成⻑させる
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Blackを売る：Grow Your Online Presenceは、⿊⼈が所有する企業がオンラインで競争⼒のある運営を⾏うことをサポートす
る1  2週間のデジタルマーケティングトレーニングプログラムです。プログラムのマイルストーンを達成した参加企業は、e
コマースWebサイトのデザインや製品の写真撮影をサポートするための資⾦を含め、最⼤11,000ドルの資⾦を受け取る資格
があります。
 
セルブラックは当初45の企業にサービスを提供し、2021年8⽉から2022年3⽉まで実⾏される予定です。選択された企業は
合計3つの12週間のコホートに配置されます。詳細およびプログラムへの申し込みについては、h�ps：//www.en2ac�on.o rg
/ sellblackにアクセスしてください。プログラムの申し込み期限は、2021年8⽉20⽇⾦曜⽇の午後4時PSTです。
 
エンターテインメント/ナイトライフビジネスの調査–8/9終了
サンフランシスコでエンターテインメントやナイトライフのビジネスを営んでいますか？サン・フランシスコ・エンター
テイメント委員会はあなたのフィードバックを探しています！
 
エンターテインメント委員会は、COVID-19危機から抜け出したときに、エンターテインメントおよびナイトライフ業界の労
働者を対象とした追跡調査を作成しました。この調査の⽬的は、業界の復興努⼒を⽀援するためのエンターテインメント
委員会と市の戦略を知らせることです。で、調査に必要事項を記⼊してください8⽉9⽇⽬とアンケート回答は匿名です。
ENG LISH   |  ESPノール  |  中文   
 
 
ウェビナー：
中⼩企業マイクロローンに関するSBAからの更新– 2021年8⽉10⽇⽕曜⽇午前11:00
国がCOVID-19パンデミックからの回復への道を進むにつれて、打撃を受けた中⼩企業は、適応と成⻑を助けるために⼿頃な
ローンへのアクセスを必要とします。SBAに参加して、ゲストスピーカーである⽶国中⼩企業庁のキャピタルアクセスオフ
ィスのシニアアドバイザーであるベロニカプギンと⼀緒に、経済的傷害災害ローン（EIDL）マイクロローンに関する無料の
ウェビナーを開催します。SBAのEIDLプログラムは、アクセス可能で借り⼿に優しい中⼩企業向けローンを提供することに
より、COVID-19の景気後退からの中⼩企業の回復を⽀援するように設計されています。登録彼は再び、この融資の機会を適
⽤する⽅法についての詳細を学ぶために。
 
中⼩企業のヘルプデスク：職場での予防接種とマスク着⽤の合法性– 2021年8⽉12⽇⽊曜⽇午前10時
SF商⼯会議所のメンバーを教育するために、新しいスモールビジネスマネージャーであるSomiah Handyは、職場での予防接
種の合法性に関するスモールビジネスヘルプデスクを主催しています。あなたは事業主であり、「あなたの施設でマスク
着⽤を強制する⽅法は？予防接種を推奨する⽅法は？従業員が持っている権利、雇⽤主が持っている権利、顧客など。」
この仮想ズーム会議は、答えを⾒つけるチャンスです！登録時間EREを。
 
バーチャルリーガルクリニック– 2021年8⽉19⽇⽊曜⽇（英語とスペイン語）午後4時
起業家のための法律サービスに参加（LSE）のための無料の仮想法的クリニック。プロボノの弁護⼠が中⼩企業に法律相談
を提供するために利⽤できるようになります。リースの確認、契約、事業体の形成についての話し合い、またはその他の
法的な質問について⽀援が必要な場合は、ここで1時間の予約に登録してください。詳細については、LSE（415-543-9444
x217）に問い合わせるか、lse @ lccrsf.orgに電⼦メールを送信してください。 
 
SFDBI - Bluebeam電⼦計画レビュートレーニング- 2021年8⽉24⽇（⽔曜⽇）午後2:00

 社内審査申請へヘルプは電⼦計画レビューを活⽤し、Dののepartment B uilding私のnspec�onをホスティングしている
Bluebeamの使⽤⽅法についてのオンライン顧客トレーニングを（サンフランシスコのEPRソフトウェア）プロジェクトを提
出し、許可の進捗状況を追跡し、スタッフのコメントを確認して返信します。ここで登録してください。
 
ボンディングと財政⽀援; Merriwether and Williams W orkshop – 2021年9⽉1⽇⽔曜⽇午後2時
サンフランシスコ国際空港（SFO ）では、建設契約を結んでいる中⼩企業にSFOが提供する⽀援の概要を説明するウェビナ
ーに参加することを勧めています。SFOの経済およびコミュニティ開発チームは、MerriwetherとWilliamsが主催する請負業
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者開発プログラムのサービスを紹介するウェビナーをまとめることに興奮しています。以下のサービスについて学びま
す。契約の成功; 技術⽀援; ⼊札書類レビュー; 契約監視; と⽀払いの加速。登録時間電⼦の再。
 
 
資⾦RESOURCE UPDATES ：
サンフランシスコ中⼩企業の回復融資資⾦- OPEN
ロンドンブリード市⻑は、サンフランシスコの中⼩企業に0％の利⼦ローンを提供するように設計された新しいローンプロ
グラムの⽴ち上げを発表しました。この新しいローンプログラムは、既存の救済プログラムから取り残された企業や資本
へのアクセスに⼤きな障壁に直⾯している企業に到達することを⽬的として、運転資⾦を提供することで企業を⽀援しま
す。 
 
SF中⼩企業の回復融資資⾦がされるようになりました融資申請を受け付け。中⼩企業は、www.CALoanFund.orgで最⼤$
100,000をオンラインで申請できます。このプログラムは、KIVAと、メインストリートローンチ、ミッション経済開発庁、
CDCスモールビジネスファイナンス、パシフィックコミュニティベンチャーズ、および全⽶アジア系アメリカ⼈連合を含む
地元のコミュニティ開発⾦融機関（CDFI）と協⼒して、カリフォルニア再建基⾦を通じて運営されています。          
 
SIAスコッチによる起業家精神基⾦–8/10に終了
2021年7⽉13⽇以降、適格な中⼩企業の所有者は、SIAScotchによる起業家精神基⾦に申請することができます。25⼈の受賞
者はそれぞれ10,000ドルの助成⾦に加えて、SIAスコッチウイスキーの創設者であり、起業家精神の旅の中で無数の課題を
克服したキューバ系アメリカ⼈の第⼀世代起業家であるCarin Luna- Ostaseskiの指導を受けます。アプリケーションは、2021
年8⽉10⽇午後6時（東部標準時間）に終了します。対象となる企業は次のことを⾏う必要があります。
 

多⽂化および/または⾊の⼈として識別される⼈によって51％以上所有されている
年間総収⼊が100万ドル未満の営利事業であること
カリフォルニア州、フロリダ州、イリノイ州、ネバダ州、ニューヨーク州、テキサス州の少なくとも1つの州で事業
を運営および/または実施する

 
もっと⾝を乗り出して、ここに適⽤してください。
 
CA Relief Grant –新しい資⾦調達ラウンド
上記の「お知らせ」セクションの詳細を参照してください。
 
SBAの資⾦調達の更新
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）–オープン
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）アプリケーションポータルは、ライブ会場、ライブ舞台芸術団体、美術館、映画館
の運営者、ライブ会場のプロモーター、舞台プロデューサー、才能のある代表者が重要な経済的救済を申請できるように
なりました。SVOGプログラムは、162億ドル以上の助成⾦に充てられました。これらの資⾦のうち、少なくとも20億ドル
は、最⼤50⼈のフルタイム従業員がいる適格なSVOGアプリケーションのために予約されています。適格な申請者は、1回の
助成⾦で最⼤1,000万ドルまで、総収⼊の45％に相当する助成⾦を受ける資格があります。SBAは、先⼊れ先出し法でSVOG
申請を受け付け、申請を受け取ったときにそれぞれの優先期間に申請者を割り当てます。詳細および申請については、
h�ps：//www.svograntportal.sba.gov/s/にアクセスしてください。  
 
経済的傷害災害ローン（EIDL）– OPEN
COVID-19に対応して、中⼩企業の所有者は、経済的傷害災害ローン（EIDL）を申請して、財政的義務と運営費を賄うことが
できます。融資額は、30年間で3.75％の固定⾦利で最⼤$ 500,000になる可能性があります。前払いのペナルティや⼿数料は
ありません。詳細と申し込みについては、sba.gov / eidlにアクセスしてください。
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COVID-19関連の発表とリソースの最新情報を⼊⼿するには、h�ps：//sfosb.org/subscribe-small-business-e-newsでe-newsにサ
インアップしてください。
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